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7月の中国関連の合弁・全額出資・合作企業
日本・外国企業 中国企業・機関 設立企業名

設立時期など

所在地

事業項目

日立オートモ 日立オートモ
ティブシステ ティブ電動機
ムズ
システム
ホンダ

東京センチュ
リー
セーレン

上海市

田島軽金属

遼寧省

ニイガタマシ 海天国際ホー
ンテクノ
ルディングス

資本金

概要
電気自動車やハイブリット車に使
う新モーターの新会社を設立し
た。日本では2019年度、米国と中
国では2020年度にも量産を始め
る。日立オートが51％、ホンダが
49％を出資し、日立オートモティ
ブ電動機システムズを設立した。
【日経 07.04】
リース事業を行なう新会社を設立
する【日刊工業 07.12】
約13億円 2019年頃に中国河北省に新設する
としていたエアバッグ工場の建設
計画を前倒し、2017年中に建設に
着手し、2018年春までに稼働す
る。【日刊工業 07.21】
現地メーカーと合弁会社を設立
し、19年10月に工場を立ち上げ、
EV車用の部品の試作品受注を狙
う。【日経 07.24】
海天国際ホールディングスとニイ
ガタマシンは合弁会社を設立し、
射出成形機の共同開発に乗り出し
た。【日刊工業 07.27】

7月の中国関連事業拡大企業
日本･外国企業 中国企業・機関 現地企業

設立時期など

所在地

SOMPOホール
ディングス
ギガフォトン
神戸製鋼所

2017年
度内
浙江省平湖
市
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事業項目

事業費

概要
香港現地法人が訪日香港人向けの
海外旅行傷害保険を発売する。
【日経07.01】
中国のサポート拠点を10箇所以上
に拡大する。【日刊工業 07.10】
グループ工場に導入した2基目の
酸洗設備が運転を始めた。投資額
は13億円。【日刊工業 07.12】

東京エレクト
ロン

宮城県内

フェローテッ
クホールディ
ング

杭州

住友ゴム工業
日立造船

半導体材料のシリコンウェハーに
溝や穴を掘るエッチング装置を手
掛ける宮城県内の拠点で増産準備
を勧める。【日経 07.13】
半導体製造装置向け石英・セラ
ミック製品の新工場を開設した。
10月には量産体制に入る。【日刊
工業 07.17】
湖南省の工場に約300億円を投じ
て乗用車タイヤを増産する。【日
経 07.19】
非公表 中国・江蘇省常熟市でゴミ焼却発
電プラントの拡張工事を受注し
た。【日刊工業 07.20】
60億円超 中国で子供用紙おむつの新工場を
建設する。既存工場も増強して生
産能力を倍増する。【日経
07.21】
中国での産業用ロボット生産能力
を2018年度末までに現状比2.5倍
の月1500台に引き上げる。2018年
9月にはロボットの新工場が稼
働、主要部品の現地生産などで納
期も約1ヶ月半短縮する。【日刊
工業 07.21】
数十億円 四輪車用の排ガス触媒の生産能力
を4割増やし、年間620万個に引き
上げる。日米に加えて2017年度中
にインド、中国、インドネシアで
量産を始めて完成車メーカーの需
要に対応する。【日経産業
07.21】
上海で無人型コンビニエンススト
ア2店舗の運営を始めた。スマー
トフォンにダウンロードしたアプ
リケーションを起動し、商品を自
分でスキャンする。【日刊工業
07.21】
電気自動車（EV)の量産に中国で
着手する。【朝日 07.23】
電装部品のスイッチに使う貴金属
を自動車向けに供給し、浙江省の
工場で生産量を倍増する。【日経
07.24】
介護施設の運営事業を拡大する。
【読売 07.24】

2020年
現地エネル
ギー事業者

2018年8
月

大王製紙

安川電機

2018年9
月

三井金属

ローソン

トヨタ自動車

2019年

田中貴金属工
業

リエイ

2018年 江蘇省何通
市・同泰州
市
2018年 広東省珠海
春
市

パナソニック

サーボモーターの生産能力を現状
比25％増の月25万台に引き上げ
る。【日刊工業 07.25】
約330億 2019年12月に中国・江蘇省にガソ
円
リン車向け粒子状物質（PM）除去
装置｢GＰＦ」の新工場を稼動す
る。浄化用フィルターも増産す
る。【日経、日刊工業 07.27】
新型の自動旋盤を開発し、浙江省
の主力工場で生産する。【日経産
業 07.28】

日本ガイシ

ツガミ

今秋

7月の中国関連事業変更・再編・撤退企業
日本･外国企業 中国企業・機関 現地企業

設立時期など

所在地
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事業項目

事業費

概要

日産自動車

中国投資ファ
ンド「GSR」

EV車「リーフ」に搭載している電
池の生産子会社「オートモーティ
ブエナジーサプライ」を中国の投
資ファンドに売却する方針を固め
た。【朝日 07.22】

7月の対中プラント輸出・技術供与・業務提携・協力
日本・外国企業 中国企業・機関

滬江（フー
ジャン）

所在地

事業項目

契約額

0

群馬銀行

アリババ集団

GLM

オーラックス
ホールディン
グス

三菱重工業・ 江蘇省常熟市
三菱電機・
KDDI
アプラス
0

概要
フージャンは日本に上陸する。ア
ビダスと提携して中国人学生の日
本留学を仲介する事業を始める。
【日経 07.01】
アリババ集団日本法人のアリババ
との業務提携を発表した。【日経
産業 07.07】
電気自動車を手掛ける京都大発の
ベンチャー企業（GLM)が香港の投
資会社と資本提携し、本格的に海
外進出する。 【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽ
07.11】
製造業の技術開発で提携した。
【日経 07.12】
中国人向けモバイル決済サービス
「微信支付（ウィーチャットペ
イ）」の紹介、あっせんに関する
業務提携契約を結んだ。【日刊工
業 07.20】
民泊事業で提携する。仲介・運営
も支援する。【日経 07.21】
隆基緑能科技は英保険仲介の日本
法人エーオンジャパンと組み、日
本の発電事業者向けに太陽光パネ
ルとメガソーラー向け保険のセッ
ト販売に乗り出す。【日経産業
07.27】

楽天

途家（トゥー
ジア）
エーオンジャ 隆基緑能科技
パン
（ロンジグ
ループ）

7月の対中市場参入（貿易等）
日本・外国企業

本社所在地

事業項目

蝶理

東芝ライフス
タイル
ミクシィ

村田製作所

貿易額

概要
積荷を降ろした船舶がバランスを
保つために船内に取り込む「バラ
スト水」の処理事業に参入する。
【日経 07.04】
中国で白物家電の販売に乗り出
す。【日経 07.06】
中国のゲーム企業と協業して中国
のスマートフォン市場に再参入す
る。【日経産業 07.25】
2017年内に製造現場向けリアルタ
イム監視システムを中国や東南ア
ジアなどの海外市場に投入する。
【日刊工業 07.28】
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7月の中国支店・事務所開設
日本・外国企業

本社所在地

支店・事務所名 設立時期など

現地所在地 事業項目

概要

7月の中国企業・機関の海外進出
日本・外国企業 中国企業・機関

ノアタム・
ポーツ

中国遠洋海運
集団

仏トタル

中国石油天然
気集団

設立時期など

進出地

中国銀行

（小米）シャ
オミ
中国銀行

美的集団

鴻海精密工業
ダイムラー

北京汽車集団

ヴァ－ジン・ 海航集団
オーストラリ
ア
ストライプ アリババ集団
傘下・騰訊控
股
アップル

貴州クラウ
ド・ビッグ
データ
方正集団

事業項目

投資額

概要
中国遠洋海運集団傘下の中遠海運
港口はスペインのノアタム・ポー
ツの発行済み株式51％を取得する
ことで合意した。【日刊工業
07.03】
48億㌦ イランは南パルスガス田の開発で
（約5400 仏トタル、中国石油天然気集団
億円） （CNPC）と最終合意した。【日経
07.04】
中国銀行ダブリン支店は先週開業
し、アイルランドに進出した初の
中国の商業銀行になった。【ﾌｼﾞｻ
ﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.05】
インドで第2工場を稼働した。専
門店も展開し、現地売上を20億ド
ルへ倍増させる目標。【日経産業
07.05】
シンガポールに債券部門の新拠点
を設けた。中国とのパイプを生か
した案件を開拓する。【日経
07.05】
インドに80億ルビー（約140億
円）を投じて冷蔵庫や洗濯機の工
場を新設する。【日経 07.05】
スマートフォンの受託生産能力を
拡大し、インド国外にも供給す
る。【日経 07.05】
共同で、中国で電気自動車（EV）
を生産するため50億元(約835億
円）を投資すると発表した。【日
経 07.06】
マイレージサービスで提携する。
【日経 07.08】
米決済支援大手のストライプがア
リペイとウィーチャットに対応し
たことを発表した。【日経
07.11】
中国企業と提携し、同国にデータ
センターを開設すると発表した。
【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ 07.13】
日本国内のメーカーなど中小企業
向けに越境ECの支援サービスを始
める。【日経 07.14】
中国企業のコンソーシアム（企業
連合）による約160億シンガポー
ルドル（約1兆3200億円）の買収
案を受け入れた。【ﾌｼﾞｻﾝｹｲﾋﾞｼﾞﾈ
ｽｱｲ 07.15】
スマホを使った電子決済の国外展
開を強化する。【日経 07.15】
万科企業など中国系5社連合がシ
ンガポールのグローバル・ロジス
ティック・プロパティーズ
（GLP）を約160億ドル（約1兆
3000億円）で買収する。【日刊工
業 07.20】

7月下旬

グローバル・
ロジスティッ
ク・プロパ
ティーズ
騰訊控股
万科企業など
中国系5社連
合
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Ctrip(シート
リップ）

中国の旅行代理サイトCtripは大
阪観光局と観光振興に関する連携
協定を7/27に結ぶと発表した。
【日刊工業 07.21】
鴻海精密工業と傘下のシャープは
米国で総額100億ドル（約1兆1千
億円）を投じて液晶パネルなどの
生産拠点を新設する方針を掲げ、
米国での薄型テレビを一貫生産す
る方針を固めた。【日経 07.22】
ドイツのエネルギー管理会社イス
タを買収する。投資額は45億ユー
ロ(約5800億円）。【日経
07.29】

2017年7月

鴻海精密工業

イスタ

長江実業地産
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